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　２月２８日、祐徳稲荷神社参道をスタート・ゴールとす２月２８日、祐徳稲荷神社参道をスタート・ゴールとするる

公認鹿島祐徳ロードレース大会が開催されました公認鹿島祐徳ロードレース大会が開催されました。。

当日は、今年の箱根駅伝で完全優勝した青山学院大学を　当日は、今年の箱根駅伝で完全優勝した青山学院大学をはは

じめとした、県内外から多数の有力選手が力強く早春の肥じめとした、県内外から多数の有力選手が力強く早春の肥前前

路を駆ける一方、家族連れでさわやかな汗を流す一般参加路を駆ける一方、家族連れでさわやかな汗を流す一般参加者者

や、沿道から大きな声援を送る仲間たちなど、大勢の人たや、沿道から大きな声援を送る仲間たちなど、大勢の人たちち

で１日賑わっていましたで１日賑わっていました。。

また、ミスインターナショナル２０１２グランプリの吉　また、ミスインターナショナル２０１２グランプリの吉松松

育美さんもお父さんと一緒に参加され、沿道の歓声に応え育美さんもお父さんと一緒に参加され、沿道の歓声に応えらら

れていましたれていました。。

写写真真
力走力走！！　公認鹿島祐徳ロードレー公認鹿島祐徳ロードレースス

　平成２８年４月から始まる『第六次鹿島市総合計画』の

概要版を中とじしていますのでご覧ください。
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第六次鹿島市総合計画
（平成２８年度～平成３２年度）
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建はじめに

　私の市政に寄せる思いの大きな

一つとして「地域資源を活かした

まちづくり」を掲げておりました

が、近年、いくつかのことが成果

として表れてきたように思います。

　一つは、「道の駅鹿島」について

です。昨年、九州では３つしかな

い「重点道の駅」に選定をされ、

さらには、政府観光局からは佐賀

県で６箇所の「外国人観光案内所」

として認定をされました。

　その歴史を振り返りますと、昭

和６０年には有明海の干潟を活用

した一大イベント「鹿島ガタリン

ピック」の開催、平成４年からは

体験型観光企画として「干潟体験」

が始まり、最近では多くの来訪者

で賑わっております。

　当初から、ぶれずにこだわって

きたのは「地元の産品しか販売し

ない」ことを基本としたことであ

ります。豊かな有明海のユニーク

な海産物が購入できるとあって、

訪れる方からも支持を集めており

ます。

　こうした考え方に沿って進化を

続け、ユニークな活動は、国土交

通省からも評価を受けております

し、現在、整備計画の検討がなさ

れており、近々まとまることに

なっております。

　もう一つは、「鹿島市の干潟」で

す。昨年「肥前鹿島干潟」として

ラムサール条約湿地に登録をされ

ました。これにより、国内をはじ

め世界的にも注目をされることに

なるかと思います。

　湿地の生態系を維持するために、

湿地の働きや重要性について学習

していく機会づくりを継続的に行

い、そこから得られる恵みを持続

的に活用できるように発展させて

いかなければならないと思ってお

ります。

　また、地域の豊かな自然素材を

活用して、高品質の化粧品類が完

成し、昨年の１２月に祐徳稲荷神

社にて、そのお披露目をしたとこ

ろです。その名称は、佐賀弁で

「きれい好き」という「Ｑｕｉｎ

ｐａｎｋａ（キンパンカ）」でござ

います。

　誕生に至った背景は、多良岳山

系など豊かな自然と、私たちのマ

チが持っている人々を癒す力にあ

ると思っております。

　このことが、鹿島市が持ち合わ

せている「地域の特色」の一つで

あり、今後は市と共同で取り組ん

でおります企業の方々と連携をし

ながら、地域ブランドの枠を超え

て、来月初めから世界を視野に展

開をしていこうと考えております。

　さて、今年は、本市のまちづく

りの指針であります、「第六次鹿

島市総合計画」がいよいよ始まる

年でございます。

　私たちのマチが抱えている課題

をもう一度見直し、どのような施

策がより効果的なのかを検証し、

市民の皆様と意見交換を行い、鹿

島市が得意としている「マチのま

とまり」、「マチの特色」をさらに

活用していこうと計画を策定いた

しました。地域資源を生かし、

「鹿島らしさ」、「鹿島ならでは」

を世界も視野に入れながら内外へ

と発信をしていくことが重要だと

考えております。

　また、今年は未曾有の被害をも

たらしました東日本大震災から５

年の節目の年でもあります。

　国全体として「安全・安心」へ

のニーズが高まることが予想され、

そういう意味では、中川エリアに

建設中であります「新世紀セン

ター」は、市民のライフラインを

確保し、万が一の時は、県と市が

連携できる「安全・安心のまちづ

くり」の拠点となるものと思いま

す。なお、この「新世紀センター」

の名称につきましては、これまで

仮の名称として使用してきました

が、今後は、通称「鹿島新世紀セ

ンター」、あるいは略称「新世紀セ

ンター」という形で呼称してまい

ります。

　ここでひとつ、市民の皆様にお

断りを申し上げたいと思います。

「安全・安心のまちづくり」の拠

点となるべく建設中の「新世紀セ

ンター」でございますが、その建

物の骨格部分を構成する鉄骨資材

の納入が遅れたことが主な理由に

より、予定通りの完成とならない

見込みとなっております。

　現在のところ、約５か月の遅れ

となるものと予想され、施設の内

　市議会３月定例会の冒頭、 口市長が平成２８年度の施政方

針を述べましたので、要約してお知らせします。

平成２８年度施政方針を発表

　　平成２８年度
　　　　　　施政方針を発表
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部に設置します防災情報伝達シス

テムとともに、稼動するのは９月

頃になると見込んでおります。や

むを得ない事情であることをご理

解いただき、行政への信頼を減ら

していただかないようお願い申し

上げます。

建防災情報伝達システム（ＣＡＴ

Ｖ屋内放送）の整備状況について

　平成２７年度及び平成２８年度

の継続事業として各家庭や避難所

などに告知放送受信機を設置し、

緊急時などに放送するシステムを

整備しております。

　平成２７年度に工事を予定して

いた北鹿島・能古見・古枝・浜・

七浦地区、それから城内・高津原

を除く大字高津原の各区と若殿分

区では、住民の方の約８５％が本

工事の設置について同意書を提出

していただいており、これは市全

体の約５７％を占めるものです。

　現在における設置工事の進捗状

況は、古枝・浜・七浦・北鹿島地

区の工事がほぼ完了し、現在、鹿

島及び能古見地区の工事が行われ

ており、全体では約３０％の世帯

の工事が完了しております。

　現在整備中の新世紀センターに

本体を設置し、秋には運用開始す

る予定ですが、ＣＡＴＶ屋内放送

と併せて防災行政無線の同報系デ

ジタル化と移動系デジタル化、ま

た、新世紀センターの整備により、

地域の安全・安心、防災・減災の

施策の充実を図りたいと考えてお

ります。

建鹿島市子ども教育大綱について

　鹿島市では、これに関して議論

している会議の名称を「鹿島市総

合教育戦略会議」として、昨年５

月の第１回目から、本年の１月ま

での９回にわたり、協議を行って

きたところです。

　平成２７年度は、主に教育大綱

の策定に主眼をおいて、学力、Ｉ

ＣＴ教育、ふるさと教育、社会教

育や放課後対策など学校以外での

過ごし方、文化・スポーツ、いじ

め・不登校など戦略会議の委員の

皆さんが、関心の高いものから、

それぞれテーマを定めて議論をし

ていただきました。

　私は地域住民の声を反映すると

いう立場から、区長会や各小中学

校ＰＴＡの役員の皆様との懇談会

を実施し、寄せられた意見を戦略

会議の中で反映したところです。

　この教育に関する大綱は、子ど

もたちの理想とする姿、基本方針、

個別方針の３つの構成から成り

立っており、子どもたちとその教

育に焦点をあて、鹿島市における

教育の方向性を示すものとしてお

ります。

　４月からスタートします第六次

鹿島市総合計画に盛り込まれてい

る施策やそれを補強する施策を大

綱の付属資料として取りまとめ、

大綱に定める基本方針、それから

個別方針と、関連のある施策を横

断的かつ戦略的に展開し、計画の

期間は総合計画と同様に平成２８

年度から平成３２年度までの５年

間としております。

　また、鹿島市の子どもたちの理

想とする姿として、目標を「心と

体、そして学力について、調和の

とれた成長と、その過程で個性を

見いだし、その個性を磨く」と設

定しております。

　総合教育戦略会議において、将

来の鹿島市を担う子どもたちが、

どんなふうに育ってほしいのか議

論していただいたものです。

建鹿島市観光案内所の開設について

　３月１日に、肥前鹿島駅前に鹿

島市観光案内所を開設いたしまし

て、開所式には、佐賀県をはじめ、

近隣市町の観光協会、交通機関な

ど関係者の方々に多数、ご出席い

ただきました。

　鹿島市に来訪された観光客、と

りわけ今後増加が見込まれる外国

人観光客の受け入れ体制の強化を

図ろうと、地方創生先行型交付金

を活用し、新たに肥前鹿島駅前に

インバウンド対応を重視し、案内

所では観光施設やお食事処、交通

案内といった観光案内業務を行っ

ていこうと考えております。

　案内所は、観光協会職員と市の

観光専門員が常駐し、タブレット

端末を使った通訳サービスは、英

語、中国語、韓国語、タイ語、ロ

シア語の５言語に対応しており、

端末を通じて通訳とつながり、お

互いに画像を見ながら職員と観光

客のやり取りを円滑にするもので

す。

　　昨年よりタイのドラマや映画

のロケが鹿島市で行われ、これが

契機となりタイからの観光客が増

えており、今後もより一層、タイ

をはじめ、数多くの訪日外国人観

光客の皆様が安心して滞在し、市

内を回遊・観光できるまちとして、

努力してまいりたいと思います。

このほか、

●重要伝統的建造物群保存地区選

　定１０周年について

●さが西部クリーンセンターの現

　状について

●福祉事務所を改称して福祉課と

　することについて

●千葉県香取市との友好都市協定

　の締結について

などを述べました。

平成２８年度施政方針を発表
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　平成２８年度の各会計の予算は、３月議会に提案され、いずれも議会の議決を受け、

各種事業がスタートしました。

　平成２８年度一般会計当初予算額は１３６億４００万円で、昨年度の当初予算と比

較して１２億３,１００万円（△８.３％）の減となっています。人件費や公債費などの

固定的な経費（経常的経費）を極力圧縮し、将来への負担を考慮しながら、第六次鹿島

市総合計画にかかげる『みんなが住みやすく、暮らしやすいまち』の実現に向け、

『定住促進』『子育て支援』などを中心とした政策的事業や、『小学校大規模改造整備

事業』や『防災情報伝達システム整備事業』などの投資的事業に取り組み、地域にお

ける中核都市としての活力を盛り上げる施策を展開していきます。

　詳細は市ホームページで公開していますのでご覧ください。

　　　　 　企画財政課財政係　緯０９５４（６３）２１０１詳しくは

建一般会計予算の状況（構成）

増　　減平成２７年度予算額平成２８年度予算額会　計　区　分

△８.３％△１２億３,１００万円１４８億３,５００万円１３６億０,４００万円一　般　会　計

△１１.４％△１億４,４５６万円１２億６,３６７万円１１億１,９１１万円公 共 下 水 道 事 業

特
別
会
計

０.０％０万円６１万円６１万円谷田工場団地造成・分譲事業

△０.６％△２,９７０万円４６億２,９７１万円４６億０,００１万円国 民 健 康 保 険

２.６％９７７万円３億８,１５１万円３億９,１２８万円後 期 高 齢 者 医 療

△０.４％△２４６万円５億９,０４８万円５億８,８０２万円収 益 的 収 入

水 道 事 業

企
業
会
計

△６.３％△３,６２６万円５億７,５２３万円５億３,８９７万円収 益 的 支 出

２.９％１５８万円５,４２１万円５,５７９万円資 本 的 収 入

８.２％２,９６０万円３億６,１１９万円３億９,０７９万円資 本 的 支 出

当初
予算

平成２８年度　鹿島市

建各会計の当初予算額

当初予算の概要をお知らせします

※表中の金額は、１万円未満を切り捨てています。

※水道事業の資本的収支の不足額については、収益的収支で生じる減価償却費や利益剰余金などで補填します。
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建平成２８年度一般会計の主な目的別予算配分（予算額と構成比）

当初予算の概要をお知らせします

農林水産業の振興

１６億１,７９０万円

１２％

毅北鹿島農村運動広場トイレ新設事業　　１，５００万円

毅さが肥育素牛・自給飼料生産拡大施設整備事業 ２，１６０万円

毅新商品等販路支援ショップ事業　　　　　　１５２万円

毅強い農業づくり交付金事業（園芸）　４億１，８６２万円

毅農地利用最適化推進委員事業　　　　　　  ２９２万円

土木、建設事業

１４億９５９万円

１０％

毅辺地道路整備（中川内～広平線）　　１億１，５２４万円

毅社会資本整備総合交付金事業（道路）　１億５，３９４万円

毅肥前浜宿街なみ環境整備事業　　　　　２，０３１万円

毅中木庭ダム周辺整備事業　　　　　　　２，７４８万円

毅市営住宅建設事業　　　　　　　　１億３，１０７万円

商工観光、企業誘致、
　雇用対策

３億５,６０３万円

３％

毅企業誘致推進基盤整備事業　　　　　　　　２５０万円

毅祐徳門前商店街活性化事業　　　　　　　　４９５万円

毅かしまビジネスサポートセンター設置・運営事業１，１５０万円

毅観光プロモーション事業　　　　　  　　　７９５万円

毅道の駅鹿島整備事業　　　　　　　　　　　１，５７０万円

衛生、健康対策

８億７,１１４万円

６％

毅休日こどもクリニック運営事業　　　　  　８３３万円

毅妊婦・乳幼児健康診査事業　　　　　　３，２５２万円

毅高齢者予防接種事業　　　　　　　　　２，２３７万円

毅エコツーリズム啓発事業　　　　　　　　　　　　　　５２万円

毅ごみ処理負担金（一部事務組合）　　１億８，５９０万円

議会、総務、消防
経費

２１億８,８２６万円

１６％

毅防災情報伝達システム整備事業　　１億５，０００万円

毅新世紀センター建設事業　　　　　　　７，０００万円

毅ふるさと納税推進事業　　　　　　　　１，０００万円

毅マイナンバー関連経費（情報システム管理）７８８万円

毅移住推進事業　　　　　　　　　　　　　　　　　１４９万円

借入金の返済
（公債費）

８億７４０万円

６％

　平成２８年度の一般会計借入金残高は１０８億円となる見込み

であり、地方交付税で返済額が全額措置される臨時財政対策

債（４７億円）を差し引くと、実質的な借入金残高は６１億円程度

となります。さらに、この６１億円の返済にも、約５割の交付

税措置が見込まれます。

学校教育、生涯学習

１３億８,７２８万円

１０％

毅小学校大規模改造整備事業　　　　　　　　２億２，９２０万円

毅学力向上サポーター活用事業　　　　　　  １６８万円

毅エイブル・市民図書館指定管理委託料　１億５，５４９万円

毅伝統的建造物群保存地区選定10周年記念事業　２２３万円

毅給食センター調理等委託事業　　　　　６，５３２万円

福祉事業の推進

４９億１,３８３万円

３６％

毅市民交流プラザ事業　　　　　　　　　４，５６６万円

毅年金生活者等支援臨時福祉給付金事業　４，５４７万円

毅保育所運営事業　　　　　　　　１０億５，９６４万円

毅子どもの医療費の助成事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９，４４１万円

毅保育所整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５４２万円 など

など

など

など

など

など

など
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　軽自動車税は４月１日現在登録している所有者（使用者）に課税されます。

　車両の所有者として届け出ている人には、５月中旬に納税通知書を送付します

ので、内容を確認して納期内に納めてください。

軽自動車税の納期限
納付書の納付・口座振替日は

５月３１日（火）です

軽自動車税の納期限と減免申請
お
知
ら
せ

身障者等の減免申請について

　身障者等（身体障がい者、精神障がい者、知的障がい者または戦傷病者）の移動のために所有している軽自動車に

は、減免基準により軽自動車税の減免制度があります。期限内に手続きをしなかった場合は減免できませんので、

忘れずに申請ください。

※普通自動車の減免（県）を受けていない場合に限り、対象車の減免が受けられます。

　潤受付期間　４月１日（金）～５月３１日（火）　　　潤と　こ　ろ　税務課窓口

恭今年初めて申請する人

恭昨年（平成２７年度に）減免を受けた人

　今年度も引き続き減免となりますので、手続きの必要はありません。

　ただし、昨年申請した車両を廃車などして、別の車両へ変更（登録）する人は申請が必要です。

 　税務課課税係　緯０９５４（６３）２１１８詳しくは

本人確認書類※２マイナンバー
確認書類※１免許証

障害者
手帳等

印鑑車検証運転する人対 象 車

納税義務者納税義務者

納税義務者○○○納税義務者身体障がい者本人が所有する
軽自動車 運転する人○○○家族

納税義務者○○○納税義務者身体障がい者が１８歳未満の場合
または精神障がい者の場合は同
居する人が所有する軽自動車 運転する人○○○家族

マイナンバー確認書類※１・・・・『個人番号カード』、『通知カード』、『マイナンバーが記載された住民票』のいずれか

本人確認書類※２・・・・『個人番号カード』、『運転免許証』、『パスポート』など。
　　　　　　　　　顔写真なしの書類の場合は２点の提示が必要です。（『保険証』、『年金手帳』など）

※同居していない人からの申請は、申請者からの委任状が必要です

情報掲示板ワイド

総合
計画

第六次（H２８～３２）

　市では、平成２８年度から平成３２年度までを計画期間とする『第六次鹿島市

総合計画』を策定しました。

　総合計画とは、鹿島市の将来像やそれを実現するためのまちづくりの基本的な

方向性を示したもので、市のすべての活動の根拠となる最上位の計画です。

第六次鹿島市総合計画
　平成２８年４月スタート

　市民の皆さんと情報を共有して、ともにまちづくりを進めていくために、今回の広報かしまに主な内容を抜粋し

た『概要版』をとじこんでいますのでご覧ください。

　より詳しい情報（本編）は、市ホームページや市役所３階企画財政課などで閲覧できます。また、本編は企画財政

課で販売（１冊１千円）も行っています。

 　企画財政課企画係　緯０９５４（６３）２１０１詳しくは
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　市では、市民の皆さんから納めていただいた市税などを財源として、福祉や教育、補助金などさまざまな行政

サービスを行っています。行政サービスの提供にあたり、下記の事業では、『受益（サービス）と負担（納税）の均衡』

の観点から、市税完納を交付要件としています。

　今回、『受益と負担の均衡』や『税負担の公平性』をさらに保つため、市税完納を交付要件とする対象事業を次

のとおり拡大します。これらの事業では、交付申請書に、市税の『滞納のない証明書』を原則として添付していた

だくようになります。皆さんのご理解とご協力のもと納期内納付をお願いします。

※対象事業とは、『市の事業で、それを利用することによってほかの市民が得られない特別の経済的利益（可能性

　を含む）をもたらすもの』をいいます

証明書発行場所　市役所１階税務課

手　数　料　３００円

持　参　品　本人確認書類（マイナンバー個人番号カード、運転免許証など）

栢納税者本人、同居の家族以外の人が申請する場合は、委任状が必要です。

～税負担の公平性を確保するために～
市税完納を要件とする補助金等事業を拡大します

お
知
ら
せ

怯平成２８年４月１日から新たに市税完納を要件とする事業

電話番号担当部署補 助 金 等 事 業 の 名 称

緯（６３）３４１１産業支援課地域産業係鹿島市特産品開発支援事業費補助金

緯（６３）３４１３
農林水産課農政係

鹿島市耕作放棄地再生利用緊急対策事業費補助金

鹿島市新規就農者定着支援事業費補助金

鹿島市施設園芸用燃油高騰緊急対策事業補助金

鹿島市みかんの根域制限高畝マルチ栽培事業費補助金

農林水産課農山漁村係鹿島市農林漁業研修資金の給付に関する規則

緯（６３）３４１６環境下水道課環境係鹿島市犬猫避妊・去勢手術補助金

緯（６３）２１２０保険健康課国保係国民健康保険はり・きゅう施術助成（国民健康保険税の完納）

怯既に市税完納を要件としている事業
電話番号担当部署補 助 金 等 事 業 の 名 称

緯（６３）３４１２商工観光課商工労政係

中小企業融資資金の貸付に伴う信用保証協会への保証料補給金

鹿島市空き店舗等活用事業利子補給補助金

鹿島市新規事業活動支援事業補助金

鹿島市工場等の振興措置に関する条例に基づく奨励措置

鹿島市企業立地促進特区における奨励に関する条例に基づく奨励措置

鹿島市コンタクトセンター等立地促進補助金

鹿島市企業誘致推進基盤整備事業補助金

緯（６３）３４１３農林水産課農政係
鹿島市イノシシ被害防止対策事業補助金

鹿島市優良肉用牛素牛導入事業費補助金

緯（６３）３４１５
都市建設課都市計画係肥前浜宿空き町家入居促進事業

都市建設課住宅係鹿島市緊急経済対策住宅改修事業

緯（６３）３４１６
環境下水道課環境係

鹿島市家庭用浄化槽設置整備事業補助金

鹿島市太陽光発電設備設置事業費補助金

環境下水道課下水道係鹿島市水洗便所改造資金融資あっ旋及び利子補給規則

緯（６３）３３７３保険健康課予防係人間ドック・脳ドック健診費用助成（国民健康保険税の完納）

栢各補助金等事業の内容や要件などは、それぞれの担当部署にお問合せください。

 　税務課納税係　緯０９５４（６３）２１１８詳しくは
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４月１日から『福祉事務所』は『福祉課』へ名称を変更します

（旧）福祉事務所（市役所１階）

（新）福祉課（場所はそのまま）

閣

　これまでの社会福祉係、障がい福祉係、生活保護係の体制、業務

の内容などは同じですが、市民の皆さんに分かりやすい名称に変更

します。

 　企画財政課企画係　緯０９５４（６３）２１０１詳しくは

恭固定資産課税台帳の閲覧

　対　象　者

　潤市内に土地または家屋を所有する納税義務者

　潤市内の土地または家屋の借地・借家人

　潤固定資産を処分する権利を有する一定の人

　方　　法

　　本人を確認できる証明書（免許証等・法人は会社印が必要）、

　委任状、賃貸借契約書、処分する権利を確認できるも

　のなどを持参し、税務課窓口に申請してください。

　そ　の　他

　　対象となる人は固定資産課税台帳に関する記載事

　項証明書を求めることもできます。

恭固定資産縦覧帳簿の縦覧

　市内に土地または家屋を所有している納税者、また

委任を受けた代理人は、市内にある土地または家屋の

価格等を縦覧帳簿で確認できます。

　と　　き　４月１日～６月３０日

　　　　　　８時３０分～１７時１５分（土・日・祝日を除く）

　方　　法　本人を確認できる証明書（免許証など）を

　　　　　　持参し、税務課窓口に申請してください。

　　　　　　代理人は合わせて委任状が必要です。

 　税務課課税係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１８

詳しくは

　税務課では、課税台帳の閲覧および縦覧帳簿の縦覧ができます。

固定資産に関する閲覧および縦覧ができます
お
知
ら
せ

　市が発注する小規模な工事等の受注を希望する人は、

鹿島市小規模工事等契約希望者登録申請が必要です。

※現在、登録申請している人も、有効期限が切れます

　ので、２年に一度の更新申請をお願いします

対象工事　少額で軽易な工事等（契約額５０万円未満）

申請業種

　大工工事、ガラス・サッシ工事、畳工事、木製建具、

　家具関係工事、内装工事、塗装工事、左官工事、

　板金工事、電気工事、その他

申請できる人

　①市内に住所を有している人または主たる事業所を

　　置き、競争入札参加資格審査申請（指名願）を出し

　　ていない人

　②市に納めなければならない税金を完納している人

有効期間

　平成２８年６月１日～平成３０年５月３１日（２年間有効）

申請様式・要綱

　４月１日（金）から市役所３階企画財政課で配布。

　または、市ホームページ内で『小規模工事等契約希

　望者登録申請』を検索してください

受付期間

　４月７日（木）～５月２４日（火）（土･日･祝日を除く）

　※６月以降も随時受け付けますが、有効期限は登録

　　日から平成３０年５月３１日までです。

※その他の要件などについては市ホームページ内で『小規

　模工事等契約希望者登録申請』を検索し、確認ください。

 　企画財政課入札契約係

　　　　　緯０９５４（６３）２１０１

詳しくは

～市発注の工事・修繕等を受注希望される皆さんへ～

『鹿島市小規模工事等契約希望者登録申請』を受け付けます

お
知
ら
せ
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　『国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律』の公布に伴い、平成２８年４月分から次のよう

に改定されます。

 　福祉課　緯０９５４（６３）２１１９

　　　　　児童扶養手当…社会福祉係、　その他の手当…障がい福祉係

詳しくは

児童扶養手当、特別児童扶養手当等の改定
お
知
ら
せ

手　当　額　（　月　額　）
手　当　名

改定後（平成２８年４月分～）改　定　前

４２,３３０円４２,０００円全部支給
児童扶養手当

９,９９０円～４２,３２０円９,９１０円～４１,９９０円一部支給

５１,５００円５１,１００円１級
特別児童扶養手当

３４,３００円３４,０３０円２級

２６,８３０円２６,６２０円特別障害者手当

１４,６００円１４,４８０円障害児福祉手当

１４,６００円１４,４８０円経過的福祉手当

潤加入できる人

　鹿島市に住民登録をしている人

潤掛け金

　１人５００円（年額）で、加入は１人一口です。

　中途加入の掛金も１人５００円です。

潤共済期間

　共済期間は４月1日から翌年３月３１日までです。

　４月1日以降に加入申し込みをされますと、翌日か

　ら共済対象となります。

潤加入申込

　市内の「ゆうちょ銀行・郵便局窓口」でできます。

　申込書も備えてあります。

潤交通災害の対象

　図のような走行中の交通

　事故による人身事故が対

　象となります。

潤その他

　災害見舞金の請求や詳し

　いことは、気軽にお問い

　合せください。

 　市民課市民年金係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１７ 

詳しくは

交通災害共済の加入申込を受け付けています
お
知
ら
せ

野 山 へ 入 る 人 は ご 注 意 を ！

　４月から市内全域で有害鳥獣（イノシシなど）の駆除が行われます。これは近年の農業被害の増加と里地近辺への出没

を受けて行われるものです。

　万が一の事故を防止するため、山菜採りやハイキングなどで野山へ入るときは、次の点に注意してください。

胸色で自分の居場所をアピールしましょう　　薄暗い場所や遠くからでもすぐ見分けがつく服装をしましょう。

胸音で自分の居場所をアピールしましょう　　ラジオを携帯したり、大きめの声で会話するなどしましょう。

胸罠には触れないようにしましょう　　　　　もし触れて作動したら大変危険です。決して触れないでください。

 　農林水産課農政係　緯０９５４（６３）３４１３詳しくは
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『人間ドック』『脳ドック』検診の費用を
一部助成します

対象者（次の条件をすべて満たす人）

毅昭和２１年４月２日～昭和６１年４月１日生まれの人

毅平成２８年４月１日現在、鹿島市国民健康保険に加入

　している人

毅国保税の滞納がない人

毅脳疾患の既往・治療歴がない人（脳ドック希望者のみ）

受付期間

　４月１日から４月１５日までに市保健センターへ電話

　でお申し込みください。

　審査後助成の可否を後日連絡します。

受診医療機関

胸織田病院（市内）　　胸志田病院（市内）

胸犬塚病院（市内）　　

胸うれしのふくだクリニック（嬉野市）

胸新武雄病院（武雄市）

助　成　額　２０,０００円

定　　員　２００人

優先順位　

　対象者かどうか審査後、定員を超える応募があった

　場合、『年齢』『ドック助成歴』『過去の疾病歴』

　などで助成対象者を決定します。

注意事項

毅人間ドック・脳ドック検診費用の助成を受ける人は、

　同一年度に特定健診を受けることはできません

毅ドック検診の結果、『特定保健指導』の対象となった

　人は、保健指導を受けてもらいます

 　保健センター（エイブル１階）

　　　　　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

お
知
ら
せ

　市では、国民健康保険加入者の健康維持、病気などの早期発見・早期治療のために、ドック検診の費用を一部助成

します。

　国保と後期高齢者医療保険の被保険者は、はり・きゅう施術の受診料の助成を受けることができます。助成を受け

るには『はり・きゅう助成受診券』が必要です。

　後期高齢者を対象とした『はり・きゅう助成受診券』（水色）は有効期限が３月３１日のため、４月１日以降は新しい

受診券（桃色）が必要です。なお、国保の『はり・きゅう助成受診券』は有効期限がありません。

国保・後期高齢者医療
『はり・きゅう助成受診券』をご利用ください

お
知
ら
せ

後期高齢者医療保険国民健康保険

鹿島市・嬉野市・太良町に所在する施術所のうち市が指定した所（２５カ所）施 術 所

１回あたり９００円助 成 額

市役所１階保険健康課助成券申請窓口

後期高齢者医療保険証国民健康保険証申請に必要なもの

年間３６回

※年度途中に後期高齢者医療に加入した場合

　の助成回数は『加入した月から当該年度末

　（３月）までの月数×３回』

制限なし助成回数

後期高齢者医療保険料の滞納がないこと国保税の滞納がないこと交付条件

 　保険健康課国保係　緯０９５４（６３）２１２０詳しくは
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保険料免除等と年金給付の関係

　国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合には、本人の申請によって保険料の納付が免除または猶予さ

れる制度があり、次の３種類があります。

怯保険料を未納のまま放置すると、将来の老齢基礎年金や、いざというときの障害基礎年金、遺族基礎年金を受け

　ることができない場合があります。保険料を納めることが困難な場合には上記の申請をしましょう。申請の受付

　は市民課で行っています。印鑑・年金手帳をご持参ください。なお、所得要件確認のため税務申告がなされてい

　ることが条件となります。

怯離職者、震災・風水害等の被災者の人は所得に関係なく該当する場合があります。離職者で、申請する年度また

　は前年度に退職（失業）されている場合は、雇用保険受給資格者証・離職票等の写しが必要です。

怯障害年金や生活保護を受けている人は『法定免除』となりますが、届出が必要です。

怯将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、上記申請により免除または猶予された期間について１０年以内で

　あれば、さかのぼって保険料を納めること（追納）ができます。

　ただし、承認を受けた期間の翌年度から数えて３年度目以降は加算金がつきますので、早めの追納をお勧めしま

　す。

※一部免除については、一部納付保険料を納付していることが必要となります。

 　市民課市民年金係　緯０９５４（６３）２１１７

　　　　　武雄年金事務所　　緯０９５４（２３）０１２３

詳しくは

国民年金保険料の納付が困難なときは？　　　　　

　国民年金保険料免除制度があります

お
知
ら
せ

未　　納
若年者納付猶予
学生納付特例

一部免除
（一部納付）

全額免除納　　付年金給付との関係

算入されません算入されます算入されます算入されます算入されます
受給資格期間に

算入されるか?

遺
族
基
礎
年
金

障
害
基
礎
年
金

算入されません算入されます算入されます算入されます算入されます
受給資格期間に

算入されるか？

老
齢
基
礎
年
金

反映されません反映されません
８分の５～８分の７
反映されます

２分の1
反映されます

反映されます
年金額に反映さ

れるか？

①全額免除・一部免除制度

本人・配偶者・世帯主の前年所得

が一定額以下の場合には、申請に

より保険料の納付が全額免除また

は一部が免除されます。

②若年者納付猶予制度

３０歳未満で本人・配偶者の前年

所得が一定額以下の場合には、申

請により保険料の納付が猶予され

ます。

③学生納付特例制度

学生で本人の前年所得が一定額以

下の場合には、申請により保険料

の納付が猶予されます。在学証明

書または学生証の写しの提出が必

要です。
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鹿島警察署が移転します！

　鹿島警察署は、現在地から南西約

４００mの鹿島バイパス中村交差点付

近へ移転します。

移　転　先

　〒８４９－１３０４

　鹿島市大字中村９００番地１５

運用開始　４月２３日（土）１２時

お
知
ら
せ

 　鹿島警察署警務課　緯０９５４（６３）１１１１（代表電話）

　　　　　※電話番号は、これまでと同じです

詳しくは

　市では、庁舎内（１階市民ホール）に広告付地図情報板を

設置し有料広告事業を行っています。

　地図情報板には、市内事業者などの広告をはじめ、庁舎

案内図・市内の主要公共施設を掲載しています。作成から

設置、広告の募集や営業は次の事業者に委託していますの

で、直接申し込みください。

申　込　先　【広告代理店】　表示灯（株）福岡支社

　　　　　　　　　　　緯０９２（７６１）２６１１

募集期限　４月１５日（金）

 　総務課総務係　緯０９５４（６３）２１１３詳しくは

広告付地図情報板への有料広告募集中
募
　
集

企業名および写真掲載場所

隔隔

内　　容

　海道しるべに設置する野菜プランター（貸与）に、４

月から８月の間、季節の野菜を各自で栽培し最後に収

穫イベントを行います。

と　　き

①播種（種まき）イベント・・４月２４日（日）１０時～１２時

②栽培教室・・・・・・・・・・・・・・４月～８月の間、月１回程度

③収穫イベント・・・・・・・・・・８月下旬（予定）

と　こ　ろ　産業活性化施設『海道しるべ』

　　　　　（七浦　オレンジ海道沿い）

参　加　費　無料

対　　象　農業をしていない市民

定　　員　先着２０世帯（世帯単位での申し込み）

申込締切　４月１２日（火）

 　産業活性化施設『海道しるべ』

　　　　　　　　緯０９５４（６３）８０６０

　　　　　　　　姉０９５４（６３）８０６１

　　　　　　　　（月曜日、祝日の翌日は休館日）

申込・問合せ先

『 海道 しるべ』で野菜づくりをしませんか？
みち募

　
集

　産業活性化施設『海道しるべ』では、楽しみながら作物の栽培・収穫を体験し、地域農産物の普及発展を目的と

した、マイプランター野菜栽培事業を開催します。皆さんの参加をお待ちしてます。



広報かしま　Ｈ２８(２０１６).4.113

情報掲示板ワイド

申請期限　平成２９年３月３１日（金）

補助金額

　設置する太陽電池の最大出力（kW）に２万円を乗じ

た額（ただし、上限６万円）

対　象　者

　市内の個人住宅または併用住宅（併用住宅の場合は、

自己の居住する部分に限る）で、以下のすべての項目

に該当すること。

　①市税の滞納がないこと

　②補助申請書の提出後、市職員の現地確認後に着工

　　し、申請期限までに完了すること

　③平成２７年度以前で補助金６万円以上を受けていな

　　いこと（例えば５万円の補助金を受けていた場合

　　は、今回最大で１万円の申請ができます）

　※申請時に市外住民である場合は、申請期限までに

　　転入手続きをしてください

対象工事

　①市内の既存または新築の住宅であること

　　また、屋根などへの設置に適したもので、低圧配

　　電線と逆潮流有りで連結していること

　②太陽電池の最大出力が１０kW未満であること

　　（増設の場合は合計して１０kW未満であること）

　③補助対象経費が１kW当たり６５万円以下であること

　④設置工事は県内の業者が行うこと

申請に必要な書類

　①住民票（世帯全員記載）の写し

　②市税完納証明

　③工事見積書（図面などを含む）の写し

　④施工前の写真

　⑤その他市長が必要と認める書類（該当者のみ）

 　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

太陽光発電設備設置事業費補助金について
お
知
ら
せ

　平成２８年度の申請を受け付けています。補助を希望する人は着工前に申請してください。

　予算がなくなり次第終了しますので、希望する人はお早めに申請をお願いします。

あなたの『地方創生』企画を募集！

募集要件

　地域住民を中心とした団体が取り組む、７月以降に

開始し平成２９年３月末までに完了する次の事業

毅区分Ａ（ソフト事業）

　モノの整備を伴わない事業（事業に不可欠な場合は対

象事業費の１／２まで対象）かつ新規事業であること

（既存事業に新たな取り組みをする場合は対象）

【補助率等】　補助対象事業費の９割（上限１００万円）

毅区分Ｂ（ハード事業）

　コミュニティ活動に必要な備品（伝承芸能の道具や

テント、放送設備等）、または公民館等の建設・修繕

【補助率等】　補助対象事業費の７割（上限２５０万円）

申請方法　

　市役所３階企画財政課または市ホームページにある

申請書に必要事項を記入のうえ、企画財政課まで提出

してください

申請締切　４月８日（金）期限厳守

注　　意

　県で急きょ決定された事業のため、締め切りまでの

期間が短いことをご了承ください

 　企画財政課企画係

　　　　　緯０９５４（６３）２１０１

詳しくは

募
　
集

　このたび、地方創生に向けた取り組みとして、集落の維持・活性化や地域コミュニティの強化に対する事業に補助

金が交付される『さが未来スイッチ交付金』が創設されました。ぜひご活用ください。
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　生後９１日以上の犬を飼っている人は、狂犬病の予防注射（１年に

１回）と犬の登録（一生に１回）を必ず行いましょう。

　また、犬が死亡・異動したときは、環境下水道課環境係までご連絡

ください。

手　数　料（おつりが出ないようご協力ください）

　潤登録済の場合・・・３,１５０円（注射料金２,６００円＋注射済証５５０円）

　潤新規の場合・・・・・６,１５０円（上の料金＋登録手数料３,０００円）

　※新規登録の犬は飼い主の住所・氏名・犬の種類・毛色・名前・

　　生年月日・性別を確認します。

注　意　点

　潤どの会場でも受けられます。また、ふんは必ず持ち帰りましょう

　潤会場では、リードを短く持ち、他の犬と接触しないようにしてく

　　ださい

　潤大型犬・特定犬は、車に乗せたまま注射します

 　環境下水道課環境係　緯０９５４（６３）３４１６詳しくは

狂犬病予防集合注射・犬の登録のお知らせ
お
知
ら
せ

時間ところとき

９:３０～１０:2０

１１:００～１１:３０

古枝公民館

北鹿島公民館

４／１８
（月）

９:３０～１０:００

１０:３０～１１:００

１１:１０～１１:４０

貝瀬公民館

中浅浦公民館

のごみふれあい楽習館

４／１９
（火）

９:３０～１０:００

１０:３０～１１:００

１１:３０～１２:００

飯田公民館

小宮道公民館

中町公民館

４／２０
（水）

９:３０～１０:００

１０:３０～１１:００

１２:００～１３:３０

七浦公民館

浜公民館

市民会館

４／２２
（金）

９:００～９:４０

１０:００～１０:４０

１１:００～１１:３０

横田公民館

のごみふれあい楽習館

北鹿島公民館

４／２３
（土）

９:００～９:５０

１０:２０～１１:３０

古枝公民館

市民会館

４／２４
（日）

『フロン排出抑制法』が施行されました

　次に該当する管理者の、フロンの適切な管理をお願

いします。詳しくは市ホームページで『フロンの漏え

い点検』で検索ください。

怯法の対象機器は『第一種特定製品』

　『第一種特定製品』とは、業務用の空調機器（エアコ

ンディショナー）および冷凍冷蔵機器であって、冷媒

としてフロン類が使われているものです。

　ただし、第二種特定製品（荷台を除くカーエアコン）

や家庭用製品（家庭用冷蔵庫・ルームエアコン）を除

きます。

　また、『業務用』とは製造メーカーが業務用として製

造・輸入している機器であり、使用目的が業務用で

あっても、家庭用として販売している場合があります

ので、不明な場合はメーカーへ確認が必要です。

怯管理者の責務

　管理者（当該機器の所有権を有する会社または個人）

は、第一種特定製品を使用するにあたって、フロン類

の漏えいを防止するために、次の事項を守らなければ

なりません。また、一定量以上漏えいした年は、国へ

の報告義務や、罰則もあります。

毅適切な設置場所（使用環境）を維持・確保すること

毅全機器を対象に、３カ月に１回以上の簡易点検を自

　ら実施すること

毅一定規模以上の機器は、専門業者へ定期点検を依頼

　すること

毅漏えいを発見したときは、場所を特定し、専門業者

　へ修理を依頼すること

毅整備（点検・修理等）について、記録簿（任意）に履歴

　を記録し保存すること

お
知
ら
せ

 　環境下水道課環境係　緯０９５４（６３）３４１６詳しくは
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鹿島市ふるさと創生事業奨励金を活用しませんか？

　市のまちづくりや交流事業に対する奨励金です。

　市の発展や活性化のためにご活用ください。

対象事業

　鹿島の自然・歴史・文化・産業などを活かした地域

　づくり事業

募集要件

　・実施主体は市内の団体・個人（ただし法人は除く）

　・平成２９年３月末までに終了する事業であること

交　付　額

　原則、対象事業費の７０％以内で予算の範囲内

申請方法

　市役所３階企画財政課、または市ホームページにあ

ります申請書に必要事項を記入し、企画財政課へご提

出ください。

選考方法

　書類審査の上、選考します。

　（内容によっては面接を実施します。）

 　企画財政課企画係

　　　　　緯０９５４（６３）２１０１

詳しくは

募
　
集

レシピ監修　田中敏幸シェフ

～作 り方～

①新玉ねぎを薄くスライスする。

②スライスした玉ねぎを水にさらして、水気を切る。

③②を器に盛り、カイワレ、削り節をのせて、蔵出し酒

　粕ソースをかけてできあがり。

 　産業支援課産業戦略係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１１

詳しくは

栢詳しいレシピは市ホームページやかしまデリカテッセンのフェイスブック

　（https://www.facebook.com/kashimadelicatessen）に掲載しています

新玉ねぎのスライスサラダ

かしまデリカテッセン おいしいレシピ♪ No.６

　新玉ねぎの季節になりました。今月は、旬の新玉ねぎと酒粕

ソースの簡単レシピをご紹介します。

材料（２人分）

・新玉ねぎ

・カイワレ

・削り節

・蔵出し酒粕ソース

　（大豆・小麦・ごまを含む）

１個

適量

適量

適量

怯小規模事業者持続化補助金

　販売促進チラシ作製、商品パッケージ改良、設備の

導入ができる補助金

申請締切　５月１３日（金）

補　助　率　２／３　※原則５０万円まで

怯省エネ・生産性革命投資促進事業

　省エネ設備（ボイラ、空調、LED照明、冷凍冷蔵庫

など）への更新などができる補助金

申請締切　４月２２日（金）

補　助　率　１／３　※１億円まで

中小企業・小規模事業者向け補助金のご案内
お
知
ら
せ

　市内事業者の皆さんが活用できる補助金の事業計画書作成から申請までを全力でサポートします。

　申請締切までの期間が短く、申請書作成にある程度の期間が必要ですので、早めの相談をお待ちしています。

 　かしまビジネスサポートセンター（鹿島商工会議所内）　緯０９５４（６２）４９８０詳しくは



16 Ｈ２８(２０１６).4.1　広報かしま

情報掲示板ワイド

　４月６日（水）から１５日（金）までの

１０日間、『春の交通安全県民運動』が

実施されます。

　皆さんも一人ひとりが交通ルールを

守り、交通事故防止に努めましょう。

 　総務課防災係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１３

詳しくは

春の交通安全県民運動（全国一斉）
～　守ろう交通ルール　高めよう交通マナー　～

お
知
ら
せ

運動の基本　子どもと高齢者の交通事故防止

全国重点

　潤自転車の安全利用の推進（特に、自転車安全利用５則の周知徹底）

　潤後部座席を含めたすべての座席のシートベルトとチャイルドシー

　　トの正しい着用の徹底

　潤飲酒運転の根絶

佐賀県重点　追突事故防止

健康保険の切替手続きはお済みですか？
お
知
ら
せ

　春は引越し・就職・退職など異動の多い時期です。

　それに伴い、新たに国保へ加入したり、国保からそ

の他の保険（社会保険等）に変更になった場合は、変

更になった日から２週間以内に市に届出をする必要が

あります。自動的に切り替わることはありませんので、

健康保険の変更があったご家庭は届け出済みかどうか

の確認をお願いします。

届け出に必要なもの

潤国保に加入するとき

　（職場の健康保険をやめたとき、扶養からはずれたとき）

　覚職場の健康保険を喪失した証明書（離職票など）

潤国保をやめるとき

　（職場の健康保険に加入したとき、扶養に入ったとき）

　覚国民健康保険証と職場の健康保険証

　※健康保険証が交付されるまでに２週間以上かかる

　　場合もありますが、その場合も交付を受けたらす

　　ぐ届け出るようにしてください

届　出　先　市民課窓口

届け出が遅れると・・・

　国民健康保険税が課税されたままになり、本来支払う

必要がない保険税を支払っていただくことになります。

 　保険健康課国保係　緯０９５４（６３）２１２０詳しくは

～生きがい・健康・仲間づくり～

私たちこんな活動しています概

　このコーナーでは高齢者が住み慣れ

た地域で安心して暮らせる社会・健康

づくりや生きがいづくりを図るための

地域の活動を紹介します。

動教室（ぼたん）さんのもとで運動

ボランティアを行っています。運

動を楽しんでいる皆さんは笑顔が

あふれ、私たちが大きな喜びと元気

をいただき、幸せを感じています。

このような活動が広がるように努

めていきたいと考えています。お

声がかかればどこへでも･･･ともに

運動を楽しみましょう！

【代表　山口清美】

 　地域包括支援センター

　　　　　緯０９５４（６３）２１６０

詳しくは

 鹿島 
かしま

 美 ハッピー
び

　私たちは市内全ての人が生涯元

気であり続けていくことを目指し、

活動している運動ボランティア団

体です。

　現在は飯田地区の、介護予防運

ＮＯ．５
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温暖化対策・人権の輪

 　環境下水道課環境係　緯０９５４（６３）３４１６詳しくは

３０１０運動をご存知ですか？

　４月は歓送迎会をはじめ、みんなでの飲食の機会が多い時期

だと思います。そんなとき、『最初の３０分と最後の１０分は自

分の席に着いて食事を楽しみましょう』という趣旨の運動です。

　このことにより、食べ残しによる食品の廃棄を減らすことが

できます。

　佐賀県や鹿島市では、『日本酒で乾杯』条例がありますが、乾

杯の後、３０分はゆっくり食事を楽しみたいですね。悪酔いも

防げて一石二鳥ですね。

　新年度が始まります。背中いっ

ぱいのランドセルに黄色いカバー

をかけた一年生らしい姿を見つけ

ると微笑ましさを感じます。最近

は、学習内容も増え、ランドセル

の中身も重たくなっているのでは

と心配するのは杞憂かもしれませ

んね。どうか、この子たちの前途

が楽しく幸せなものであってほし

いと、強く願うこの頃です。

　最近の子どもたちの口癖の特徴

に「無理（むーりー）」「できない」

「あり得ない」等という否定的な

言葉が多く聞かれるという調査結

果が出ています。自分というもの

を余り信用していない、言いかえ

ると、自信のない自分の姿しか感

じていないことのようですが、ど

うしてそんな子どもになったので

しょうか。

　それは、子どもたちが「できな

いこと」「足りない部分」だけに注

目され、絶えず注意され、「だから

ダメなんだ」「もっと頑張れ」と叱

咤激励ばかりを受けているせいで

はないかと考えられます。子ども

はありのままの自分を認められて

成長したかったのかもしれません。

泣いても笑っても「きみはいい子

だよ」と、いつでも、誰からでも

言ってもらえるように、育てられ

たかったのではないでしょうか。

　自分に信用がない、自信が持て

ないという意識は、自己肯定感の

意識にもつながります。日本人は、

自己肯定感の意識が低い国民とも

いわれます。では、一体どのよう

に育てたら、どんな体験を積んだ

ら、自己肯定感が高まるのでしょ

うか。その一つの有効な手段が褒

めて育てるということですが、褒

める、叱るの判断が難しそうです。

　さて、ピカピカの新入生はどん

なに育っていくのでしょうか。今

年度も熱いエールを送ります。

子どもたちの健やかな成長を願って

～子どもの人権～
噛ご意見などをお寄せください　人権・同和対策課　緯０９５４（６３）２１２６

今今すすぐぐややろろうう温温暖暖化化対対策策
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　ご協力により２,２８４人に受診していただきました。

　受診者の年代・男女別に見ると、どの年代でも男性より女

性が受診率が高く、若い年代ほど受診率が低い傾向でした。

　健診結果に応じて、メタボリックシ

ンドロームのリスクが出てきた人は、

特定保健指導（積極的支援・動機付け

支援）を、医師・保健師・管理栄養士

などから無料で受けることができま

す。

　特定健診の結果、保健指導が必要と

なられた人はぜひご利用ください。

対　象　者　平成２８年度中に４０歳～７４歳になる国保加入者

　　　　　※現在、生活習慣病で治療中の人も、特定健診を受けることができます。

健診場所　県内の委託医療機関（詳細は受診票と一緒にお知らせします）

健診期間　５月２日（月）～１１月３０日（水）

自己負担　１,０００円

持　参　品　『国保保険証』と『受診券』『受診票』（４月下旬にお送りします。）

※受診票は、必ず事前に鉛筆で記入し、折り曲げたり丸めたりしないでください。

　平成２８年度受診率目標値は５８％です。約３,２００人の受診が必要となります。

 　保険健康課（エイブル１階　保健センター内）　緯０９５４（６３）３３７３詳しくは

特定健診を受けましょう

７５歳以上の人および今年度７５歳を迎える人（昭和１６年４月～昭和１７年３月生まれ）は、健診時

期が１０月～１１月になります。（後期高齢者健診または国保特定健診）

健診時期が近づきましたら、受診票等をお送りします。

特定
健診

平成２８年度 鹿島市国保の特定健診

平成　２　７　年度の特定健診受診状況

平成　２　８　年度の特定健診受診率目標値

特定健診・特定保健指導を受けると

　メリット①　生活習慣病を早期に発見できる

　　特定健診を受ければ、生活習慣病の進行を早い段階で発見できます。

　メリット②　計画的に生活習慣を改善できる

　　特定保健指導で生活習慣病を発症する危険度に応じて支援が受けられます。無理のない計画を立て

　　て実践するので、生活習慣の改善もできます。

　メリット③　継続した健康管理ができる

　　特定健診・特定保健指導の結果は、医療保険者（鹿島市）で保管します。そのため継続的に健康状態

　　を把握できます。

　メリット④　医療費を節約できる

　　生活習慣病の発症を防ぐことで、家庭の医療費を節約できます。結果として国民医療費の削減にな

　　り、保険料の抑制にもつながります。

［平成２８年３月末現在］
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“Don't quit your day job” 

今月のキーフレーズ

№１２4

この表現は、「昼間（今）の仕事を辞めるべきではない」「まだ人前で

やるほどではない」という意味で使われます。
レーラ先生

こんなときこのひとこと、学校だより

（タイラー）　僕、アイドルになろうと思うんだ。

　　　　　毎日カラオケで練習してるし…。

　　　　　どう思う？

（ハンナ）　昼間の仕事は辞めないほうがいいと思うわ！

Tyler:

Hannah:

I think I might try being an idol! I've been 
practicing at Karaoke every day! What do you 
think?
Don't quit your day job!

6年生を送る会

七浦小学校

校学 だ よ り

No.２27 　３月４日（金）、みんなの大好きな

６年生に今までお世話になったこと

を感謝し、中学校への進学をお祝い

する「６年生を送る会」がありまし

た。

　七浦小学校は全校児童合わせて

１２７名です。その日は、保護者や

祖父母の方々、民生委員や学校評議

員の方々など約１００名もの参観者

がいらっしゃいました。１年生から

５年生まで、心のこもった出し物を

披露してくれました。１年生は合唱

と音読、２年生は落語劇、分校は劇

と呼びかけ、３年生、４年生、５年

生はそれぞれ楽しい劇でした。４年

生や５年生の劇では６年生も参加し

てのダンスで大いに盛り上がりまし

た。

　みんなの心のこもった出し物で、

涙ぐむ６年生もいました。そして、

各学年からプレゼント渡しとお礼の

言葉がありました。

　最後、『はばたけ！未来へ！！

２４』という２４名の６年生の出し

物でした。「風を切って」の合奏・

合唱、そして勇壮な「ソーラン」の

踊りに大きな拍手を送っていました。

　２４名の卒業生！いつまでも七浦

小の卒業生としての誇りをもって活

躍してほしいです。

四Russian Words四
（ ロ シ ア の 言 葉 ）

 Koshka  :猫　　　
コッシュカー

 Sobaka  :犬　　　
ソバカー

 Krolik  :ウサギ　　　 
クロリック

 Obezyana  :猿
オーベジャナー

（スティーブ）　描き終えたよ。どう思う？

（ダ　ン）　かなり…興味深いね。何の絵なのな？

（スティーブ）　自画像だよ！僕、今の仕事は辞めない

　　　　　方がいいみたいだね･･･。

Steve:
Dan:
Steve:

I finished my painting! Do you like it?
It's very...interesting. What is it a painting of?
It's a self-portrait,but I guess I shouldn't quit 
my day job. 
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TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題

多数の大学が鹿島で強化合宿！
スポーツ資源を活かしたまちづくり

胸明治大学競走部・・・・・・２月１７日～２２日の６日間　３７人

胸大東文化大学陸上競技部・・２月２２日～２９日の８日間　１７人

胸順天堂大学陸上競技部・・・２月２５日～２９日の５日間　２３人

胸東洋大学陸上競技部・・・・３月１日～６日の６日間　１４人

胸東京農業大学陸上競技部・・３月１３日～１９日の７日間　２３人

恭合宿の実績

恭陸上教室、交流会を開催しました

　今年も５団体１１４人が鹿島で合宿を行いました。

　蟻尾山公園を中心に強化練習を行う一方、陸上教室などで子どもたちと交流を行いました。

明治大学練習風明治大学練習風景景（（中木庭ダム周辺中木庭ダム周辺））

明治大学・・・陸上教室

　当日は天候も心配されましたが、市内の小中学

生をはじめ、一般の参加者もあり、コーチによる

指導が行われました。走るコツを教わり、参加者

にとって実のある教室となりました。

順天堂大学・・・交流会（保育所めぐみ園）

　めぐみ園の園児とかけっこや遊具を使って交

流会を行いました。園児と交流することで選手

もリラックスする時間ができて厳しい合宿も乗

り越えられると感じました。

大東文化大学・・・交流会（海童保育園）

　海童保育園の園児とかけっこや縄跳びなどを

通した交流を行いました。園児たちは目の前で

見る選手の足の速さにびっくりしていました。

東洋大学・・・陸上教室

　小中高生を対象にした陸上教室を行いました。

選手たちのスピードについて行くのに必死で、

子どもたちは大学生の速さと練習の厳しさを体

験しました。

２２月月２２００日日（（市陸上競技場市陸上競技場）） ２２月月２２６６日日（（臥竜ヶ岡公園臥竜ヶ岡公園））

２２月月２２５５日日（（めぐみ園園庭めぐみ園園庭）） ３３月月２２日日（（市陸上競技場市陸上競技場））
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　公認鹿島祐徳ロードレースには、今年も合宿をされた大学生が多数出走さ

れました。温かいご声援、励ましをありがとうございました。

　　　　　　　　　　 　鹿島市スポーツ合宿誘致実行委員会事務局

　　　　　　　　　　　　　　　（生涯学習課文化・スポーツ係内）

　　　　　　　　　　　　　　　緯０９５４（６３）２１２５

詳しくは

恭たくさんの激励金・激励品をいただきました

　今回の大学合宿に対して、企業や団体の皆さまから、たくさんの激励金・激励

品をいただきました。誠にありがとうございました。

激励金（順不同）

　煙中尾建設株式会社　様煙佐賀西信用組合　様煙東亜工機株式会社　様煙祐徳バス株式会社　様

　煙肥前通運株式会社　様煙株式会社宮園電工　様煙祐愛会織田病院　様煙株式会社ダック　様

　煙株式会社ひぜん　様煙株式会社アルナ薬局　様煙祐徳薬品工業株式会社　様

　煙鹿島金融協会　様煙祐徳自動車株式会社　様煙髙木建設株式会社　様煙盛永建設株式会社　様

　煙鹿島機械工業株式会社　様煙有限会社江頭建設　様煙株式会社植松建設　様

　煙森鉄工株式会社　様煙松尾建設株式会社　様煙藤津産業株式会社　様煙藤永建設株式会社　様

　煙有限会社双葉建設　様煙株式会社有明清掃社　様煙株式会社九電工鹿島営業所　様

　煙有限会社善基商事　様煙中島建設株式会社　様

激励品（順不同）

　煙佐賀県農業協同組合　様煙株式会社ジェイエイビバレッジ佐賀　様

　煙佐賀県有明海漁業協同組合　様

重ノ木営農組合は、平成２７

年度全国麦作共励会の集団の

部で、全国米麦改良協会会長

賞を受賞しました。

おめでとうございます。

受賞者紹介

２月９日、佐賀市グランデは

がくれで鹿島市環境衛生推進

協議会副会長の武富孝子さん

が佐賀県『ストップ温暖化』県

民運動功労者として、表彰さ

れました。これは鹿島市のご

み軽減化のために生ごみ堆肥

化などを永年にわたり、指導・

推進された功績によるもので

す。

おめでとうございます。

受賞者紹介

東京農業大学・・・陸上教室

　中高生を対象とした陸上教室を行いました。

県内の多くの学生が参加し、大学生の走りを肌

で感じることで大きな影響を受けたと思います。

選手たちも楽しい時間が過ごせました。

３３月月１１６６日日（（市陸上競技場市陸上競技場））

寓合宿をした大学生も多く参加した
１０km公認レース

恭公認鹿島祐徳ロードレース大会へ参加
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潤エイブル倶楽部会員、入会要項
　市内外問わず、老若男女どなたでも
いつでも入会できます！
年　会　費　１,０００円
　　　　　（高校生以下５００円）
入会特典　「えいぶる事業」でチケット
　　　　　代金の割引、先行予約など
　　　　　が受けられます。
　　　　　（入会月から１３カ月間有効）
 
　鹿島市民立生涯学習・文化振興財団
　緯０９５４（６３）２１３８
　姉０９５４（６３）３４２４
　http://kashima-able.com/

詳しくは

に行ってみよう

～ 木 は 語 る ～

　４月～６月は、鹿島

市出身の木彫刻師、小

森惠雲さんの作品展示

です。

　今回は『木は語る』

というテーマで、浮立

面などの作品を紹介し

ます。

ご本人によるギャラリートーク開催

　と　　き　４月２４日（日）１０時～

　と　こ　ろ　エイブル２階　交流プラザ

展　　示　　６月３０日（木）まで

①１日図書館職員＆子ども図書

　館サポーター募集

怯１日図書館職員

対　象　市内の小学生

人　数　１２人

活動日　５月１４日（土）

怯子ども図書館サポーター

対　象　市内の小学4年生

人　数　５人程度

活動期間　５月から１年間

（年７～８回の活動です）

※希望者は更新あり

応募期間（どちらも）

　４月８日（金）～２２日（金）

②シーズン到来！！野菜づくり

　の本紹介とＤＶＤ上映会

　さあ、野菜づくりに最適の季

節がやってきます。野菜づくり

の悩みを解決するチャンスです。

　野菜づくりにお薦めの本や雑

誌、野菜づくりの簡単なコツを

紹介します。

と　き　４月１９日（火）１０時～１２時

ところ　エイブル１階

　　　　保健センターいきいきルーム

申込み　不要

第１４回　エイブル祭り　開催！
５月１７日（火）～２２日（日）

定員になり次第締め切りますので、早めにお申し込みください。えいぶる講座　募集中講座

受講料ところ開講期間講　師定員講　座　名

５００円/１回

材料代３,０００円

（６回分前納）

エイブル２階

調理実習室

５月１３日～１０月１４日

［月１回　金曜日］

１８時３０分～２０時３０分

松尾 久美子さん２０人
鹿島の旬野菜ミニ講座

＆簡単料理（夜コース）

会　員０,５００円

一　般 １,０００円

材料費 ５００円程

エイブル２階

調理実習室

６月１１日（土）

１０時～１２時
福田　雅子さん２０人

日本茶講座

～新茶を楽しむ～

公
開
講
座

　作品展示と、ホールでの上演がいっぱい！

　３階生活工房では、子ども体験教室、プラモデル展示、ワークショップなど

イベント盛りだくさん。ぜひ遊びに来てください。

５月１７日（火）オープニングセレモニー

　地方創生事業である「ぐるっとめぐる肥前鹿島有明海」リーフレットを使っ

　た、まえうみ再発見の報告と、「ふるさとのお話・ふるさとの言葉語り隊」

　の大型紙芝居の披露、報告を行います。

５月２１日（土）・２２日（日）ホール舞台発表

　今年は土日に集中して舞台発表を行います。

５月２１日（土）

　子ども向けイベント、エイブルカレー、かき氷もあります。

５月２２日（日）エイブルマルシェ

　昨年に引き続きバラエティに富んだお店が出店予定です。

と　　き　５月１７日（火）～２２日（日）

と　こ　ろ　エイブルホール、エントランス、交流プラザ、生活工房　など

内　　容　楽器演奏、合唱、ダンスなどの発表、生け花、書道、絵画、水墨画、

　　　　　絵手紙、陶芸、写真などの作品展示

 　市民図書館

　　　　緯０９５４（６３）４３４３

詳しくは

寓小森惠雲さん

第１回

えいぶる事業

小森　 惠雲 　展
け い う ん

床の間
コーナー図書館からのお知らせ市　民

図書館

エイブルからのお知らせなど
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　転勤や進学などに伴い、住所の異

動が多い年度始めの土曜日・日曜日

も手続きを受け付けます。

と　　き　４月２日（土）、３日（日）

　　　　　８時３０分～１２時

と　こ　ろ　市民課窓口

内　　容　次の手続きを受け付けます。

潤転入・転出などの住所異動届

　これに伴う、国民健康保険および

　介護保険の手続き

潤出生・死亡・婚姻などの戸籍に関

　する届け出

 　市民課市民年金係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１７

 

開山期間　４月２９日（祝）～９月２４日（土）

　ゴールデンウィークおよび土曜日・

　祝前日の宿泊など

　※夏休み期間中は木・金・土・日・お盆の宿泊可

宿泊料金　

　コテージ　　１２,４３０円

　バンガロー　　２,２００円～７,３５０円

予約受付開始　４月１日（金）８時３０分～

 　商工観光課観光振興係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１２

おお知知ららせせ
ご利用ください

市民課窓口　休日開庁

詳しくは

奥平谷キャンプ場
予約受付開始

詳しくは

 

トレーニングルームに新しいアイテムが！

　トレーニングルームに、腹筋を鍛

える器具を設置しました。また、ト

レーニングルーム横に、ストレッチ

ができるマットも新設しています。

　『だいでん、いたてみゅうさ～！

（みんな、行ってみよー！）』

受付時間　１０時～２１時

利　用　者　１６歳以上

　　　　　※高校生は１９時まで

料　　金　２００円／回

　　　　　※６０歳以上は無料

栢汗をかいた後は、シャワー＆お風

　呂（１００円／回）をご利用ください

 　市民交流プラザかたらい

　　　　　緯０９５４（６３）３０３０

市民交流プラザかたらい
からのお知らせ

詳しくは

 

　下水道認可区域以外で家庭用浄化

槽を設置する人を対象に補助制度が

あります。補助を希望する人は、着

工前に申請してください。

対象浄化槽・予定補助金

　５人槽　３３２,０００円

　７人槽　４１４,０００円

　１０人槽　５４８,０００円

工事開始　国の補助金決定後

そ　の　他

　浄化槽の設置申請や大きさは、杵

藤保健福祉事務所へ確認ください。

緯０９５４（６３）３４１６

 　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

家庭用浄化槽の
設置補助金のお知らせ

詳しくは

情報掲示板　愚　お知らせ

平成２８年２月分市長交際費の支出状況を公表します。

 　企画財政課秘書広報係　緯０９５４（６３）２１１４詳しくは

支出の相手方、行事名支出金額支出日区　分

海苔１５個（JA青森へ特産品提供）２,９２６円２月４日接　遇

鹿島機械金属工業会新年祝賀会・
溶接技術競技会表彰式

５,０００円２月１０日祝　儀

碁聖寛蓮顕彰会の西日本文化賞受賞祝賀会５,０００円２月２７日会　費

名刺印刷代９,０７２円２月１日その他

４月からの累計　４２１,３１３円２１,９９８円合　計

市長交際費の支出状況

 

※（　）内は前年比

怯交通事故多発路線・・・・国道２０７号、国道４９８号、県道鹿島嬉野線

　交通事故防止のため、上記路線のほか、通学路などで交通指導取締りを重

点的に実施します。　　栢思いやり運転で　脱ワーストワン！

 　鹿島警察署交通課　緯０９５４（６３）１１１１

平成２８年２月末現在の
鹿島市の交通事故発生状況

詳しくは

物 損 事 故 数傷 者 数死 者 数人 身 事 故 数
（＋３２２）３,０６２件（－２７２）１,５２１人（－１０）３人（－２１６）１,１４７件佐 賀 県 内
（＋０６５）２３０件（＋００９）９９人（－０１）０人（＋００４）７４件鹿島警察署管内
（＋０３５）１１４件（＋００９）５８人（－０１）０人（＋００５）４１件鹿 島 市 内

　平成２８年４月１日から所得区分が現

役並み所得者、一般（住民税課税世帯）の

人の、入院時食事代の標準負担額が変更

になりました。

 　保険健康課国保係　緯０９５４（６３）２１２０詳しくは

～国民健康保険・後期高齢者医療保険被保険者の人へ～
入院したときの食事代が変わります

２６０円現　行

３６０円
平成２８年４月１日～

平成３０年３月３１日
改
正
後 ４６０円平成３０年４月１日以降

　１月２４日から２５日の寒波に

よる漏水分水道料金の免除申請期

限は６月３０日です。

　該当する人はお急ぎください。

※詳しくは市ホームページで『漏水分水

　道料金』と検索してください

 　水道課管理係

　　　　　緯０９５４（６２）３７１８

詳しくは
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　県農業公社は、担い手が農地を借

り受けて、農業経営規模の拡大や集

積を図ることで農地の利用効率化を

進めるため、農地の借り受け・貸し

付け希望者を募集しています。

怯貸し付け希望

応　　募　随時受付中

対象農地　貸し付けて活用できる農地

怯借り受け希望

応募締切　５月６日（金）

※次回募集は秋ごろ（年３回）

応募方法　直接・郵送・FAX・メール

応募・問合せ先

　〒８４９－０９２５

　佐賀市八丁畷町８－１佐賀総合庁舎４階

　佐賀県農業公社

　緯０９５２（２０）１５９０

　姉０９５２（２０）１６０５

　http://saga-agri.or.jp

 　市農林水産課農政係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１３

 

建家庭菜園・果樹園等に剪定枝葉の

　チップ（EM入り）はいかがですか

　剪定した枝葉をチップ化し、それ

にEM菌を混ぜて発酵させました。

この堆肥を『袋詰め』やトラック

『バラ積み』で販売しています。

建各種作業の注文をお受けします

　『農作業各種』、『庭木の剪定』、『家

事』、『網戸、襖の張り替え』、『はが

き書き』など気軽にご相談ください。

建刃物研ぎいたします

　包丁、かま、のこ、チェーンソー

などの刃物研ぎをお受けします。

と　　き　４月２１日（木）８時３０分～

　当日ご都合がつかない人は、前日

までにセンターへご持参ください。

建会員を常時募集しています

　毎日受け付けています。

対　　象　６０歳以上または来年3月

　　　　　までに６０歳になる人

説　明　会　４月２１日（木）９時３０分～

と　こ　ろ　シルバー人材センター

 　鹿島市シルバー人材センター

　　　　　緯０９５４（６３）０９７０

農地中間管理事業を
ご活用ください

詳しくは

農作業、畑作業お受けします
鹿島市シルバー人材センター

詳しくは

 

怯鹿島市民納涼花火大会

と　　き　８月３日（水）

と　こ　ろ　北鹿島富山海岸

怯鹿島おどり

と　　き　８月５日（金）・６日（土）

と　こ　ろ　中心市街地

 　鹿島市観光案内所

　　　　　緯０９５４（６０）５１４５

 

 

　鹿島史談会では、郷土の歴史につ

いて、会員や外部講師により毎月発

表や見学を行っています。

　どなたでも参加できます。一緒に

ふるさとの歴史を楽しみましょう。

時　　間　１３時３０分～１５時

と　こ　ろ　田澤記念館（城内）

資　料　代　２００円

講師・内容

噛４月7日（木）

　第２9回総会（終了後講演）

　演題　『真田丸と鹿島』

　講師　樋口久俊さん（鹿島市長）

噛５月6日（金）　

　演題　『「想い」が育む浜宿の町並

　　　　み、経緯と展望』

　講師　熊本義泰さん（陶芸家）

噛６月2日（木）　※定員：22人

　現地研修　九州国立博物館　ほか

　　　　　　特別展『始皇帝と大兵馬俑』

　集　　合　鹿島市役所前　

　出　　発　８時３０分（集合１０分前）

 　鹿島史談会事務局　杉谷

　　　　　緯０９５４（６３）２４８７

 

　健康づくりに（特に風邪に弱い人）、

免疫力と自然治癒力を高める気功を

やってみませんか。

と　　き　毎週火曜日１３時３０分～１５時

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい３階

参　加　費　無料

 　

　島本　緯０９５４（６３）３３６６

　友田　緯０９５４（６２）６６１２

花火大会＆鹿島おどり
の日程決定！

詳しくは

講講座座・・教教室室
鹿島史談会

鹿島の歴史講座のご案内

詳しくは

気功教室　参加者募集

詳しくは

 

　『立つ』『歩く』などの動きをコン

トロールする骨、関節、筋肉などの

運動器の動きが低下することをロコ

モティブシンドローム（運動器症候

群）、略して『ロコモ』と言います。

放っておくと日常生活に支障をきた

してしまうこともあります。

　これを機会に運動しませんか？

と　　き　４月８日～６月１７日

　　　　　毎週金曜日１０時～１１時３０分

と　こ　ろ　北鹿島体育館

対　　象　概ね４０歳以上

内　　容　ストレッチ、リズムダンスなど

参　加　費　無料

持　参　品　飲み物、体育館シューズ

 

　地域包括支援センター

　緯０９５４（６３）２１６０

 

　動きやすい服装でご参加ください。

と　　き　５月１４日（土）１０時～１２時

と　こ　ろ　嬉野市中央公民館

　　　　　（嬉野市塩田町）

内　　容　応急・救命手当てについて

参　加　費　無料

 　日赤鹿島市地区

　　　　　（社会福祉協議会内）

　　　　　緯０９５４（６２）２４４７

 

 

　各分野のベテラン担当者がお待ち

しています。（秘密は厳守します）

と　　き　４月７日（木）１０時～１５時

と　こ　ろ　佐賀商工ビル７階D会議室

　　　　　（佐賀市）ほか県内３会場

相談内容　不動産に関する価格、

　　　　　取引、法律など

 　佐賀県不動産鑑定士協会

　　　　　緯０９５２（２８）３７７７

健康づくり教室参加者募集
～ロコトレでロコモ予防～

申込・問合せ先

『災害時に活かせる赤十字
救急法講習会』参加者募集

詳しくは

相相 談談
不動産鑑定士による
不動産の無料相談会

詳しくは

情報掲示板　愚　お知らせ・講座・教室・相談

水道の開始・中止には事前に

　水道課窓口での手続きが必要です

問合先　水道課　緯（６２）３７１８
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狂無料法律相談（市民優先）

　１４日（木）市民会館１階

　受付１３時～１４時（先着１０人）１３時３０分開始

　２８日（木）市民会館２階

　受付９時３０分～１０時３０分（先着６人）１０時開始

狂法律・行政合同相談　市役所５階

　２１日（木）９時３０分～１２時

　※法律相談は

　受付９時３０分～１０時３０分（先着４人）１０時開始

狂人権相談

　市民交流プラザかたらい３階会議室

　７日（木）１０時～１５時

狂厚生年金・国民年金相談　

　市民会館１階サロン

　５・１９日（火）１０時～１２時、１３時～１５時

　要予約　市民課緯（６３）２１１７

狂成人健康相談　保健センター

　６日（水）９時３０分～１０時３０分

狂消費生活相談　市民会館１階サロン

　毎週月・金曜日（２９日を除く）

　※４月２５日（月）は市民会館２階第５会議室

　９時３０分～１２時、１３時～１６時

狂こころの健康相談（臨床心理士対応）

　２０日（水）９時３０分～１２時

　市民会館３階第１会議室

　要予約　福祉課緯（６３）２１１９

狂発達障害児（者）専門相談　

市役所５階第７会議室

　２６日（火）１０時～１６時　要予約

　NPO法人それいゆ緯０９０（６２９６）７５５０

狂土地・建物に関する無料相談所　

市民会館２階第５会議室

　２６日（火）１３時３０分～１６時３０分

狂住宅設計無料相談会　旧池田家（南舟津）

　９日（土）１０時～１２時

狂ファイナンシャルプランナーによ

　る納税相談（１０人程度）　税務課

　１１日（月）９時～１６時（時間外可）

　要予約　税務課緯（６３）２１１８

狂生活お困りごと相談（要予約）　

　市民交流プラザかたらい３階

　月曜日～金曜日９時～１７時

　生活自立支援センター（社会福祉協議会内）

緯（６２）２４４７

その他の相談  

 

　市では、鹿島市休日こどもクリ

ニックや市の検診などで看護・保健

指導業務をしてくださるスタッフを

募集しています。詳しくは保健セン

ターまでお問い合わせください。

 　保健センター予防係

　　　　　緯０９５４（６３）３３７３

 

　詳細は下記に連絡し、願書をお取

り寄せください。

　

 

 　自衛隊武雄地域事務所

　　　　緯０９５４（２３）８３０４

 

 

　鹿島市ジュニアリーダーズクラブ

は、中学生・高校生を中心に活動す

る青少年ボランティアグループです。

　地域のお兄さんお姉さんとして、

『わんぱくスクール』の催しやイベ

ントを企画し、子どもたちのお世話

や指導をしています。みんなで楽し

く活動して、思い出をたくさん作り

ませんか？

　初めてでも大歓迎！いつでも入会

できますので、皆さんも一緒にジュ

ニアリーダーとして活動しましょう。

入会資格　中学１年生～高校３年生

 　生涯学習課社会教育係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２５

採採用用・・試試験験
看護師・保健師さんを
募集しています！

詳しくは

平成２８年度
自衛官採用試験

一次試験受　付受験資格募集種目

５月１４日

　　１５日

５月６日

まで

２２歳以上

２６歳未満

一般幹部

候　補　生

受付時に

連絡します

年間を通じて

行っています

１８歳以上

２７歳未満

自衛官候補生

（男子）

詳しくは

募募 集集
鹿島市ジュニアリーダー

大募集！

詳しくは

 

対　象　者　求職者

※機械加工技術科は概ね４０歳未満

受　講　料　無料

※テキスト代等は別途自己負担

申　込　先　ハローワーク鹿島

怯６月期

　

 

※７月期生定員の内数として

入　所　日　６月９日（木）

訓練期間　７カ月

応募期限　４月２８日（木）

怯７月期

　

 

入　所　日　７月５日（火）

訓練期間　６カ月

応募期間　５月２日（月）～６月１日（水）

栢『施設見学・説明会』も毎月実施中

 　ポリテクセンター佐賀

　　　　　緯０９５２（２６）９５１６

 

 

狂消防団入退団式　

　３日（日）９時３０分～　市民会館

狂旭ヶ岡公園桜まつり　

　～５日（火）　旭ヶ岡公園

狂平成２８年度始業式（市内小中学校）

　６日（水）

狂消防団新入団員および班長以上幹部訓練

　１０日（日）８時～　祐徳グラウンド

狂平成２８年度入学式（市内小中学校）

　１１日（月）

狂春の祐徳植木市　祐徳稲荷神社駐車場

　１６日（土）～５月５日（祝）

平成２８年６・７月期
職業訓練受講生募集

定員募集訓練科

４科で

１５人※

機 械 ・ CAD 技 術 科

板 金 ・ 溶 接 施 工 科

電 気 設 備 施 工 科

建 築 Ｃ Ａ Ｄ 科

定員募集訓練科

１５機 械 ・ CAD 技 術 科

１２機 械 加 工 技 術 科

１５板 金 ・ 溶 接 施 工 科

１８電 気 設 備 施 工 科

３０建 築 Ｃ Ａ Ｄ 科

詳しくは

イイベベンントト
その他のイベント

情報掲示板　愚　相談・採用・試験・募集・イベント

澗

監

環

看

潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅

潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅

甘
甘
甘
甘
甘
甘

甘
甘
甘
甘
甘
甘

佐賀いのちの電話　緯０９５２（３４）４３４３（２４時間）
夜間相談電話　　　緯０１２０（４００）３３７（毎日１時～７時）
全国一斉相談電話　緯０１２０（７３８）５５６（毎月１０日８時～１１日８時）

佐賀いのちの電話　～ひとりで悩まないで電話してください～
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４月の子育て
怯乳幼児の健康診査　エイブル１階保健センターで実施（受付時間１３時１０分～１３時３０分）

３歳６ヵ月健診
対　象　平成２４年９月生まれ
持参品　母子健康手帳、問診票、尿、アンケート
内　容　身体測定、育児相談、尿・目・耳の検査
　　　　歯科・耳鼻科・小児科医の診察

１４日（木）１歳６ヵ月健診
対　象　平成２６年９月生まれ
持参品　母子健康手帳、問診票、アンケート
内　容　身体測定、育児相談、歯科診察、
　　　　　　　　小児科医の診察、　フッ化物塗布（希望者のみ）

２８日（木）４ヵ月健診　　　
対　象　平成２７年１２月生まれ
持参品　母子健康手帳、アンケート
内　容　身体測定、育児相談、
　　　　　　　　小児科医の診察 

２７日（水）

乳幼児の健康診査や予防接種などの問合せ先

保健センター予防係　緯０９５４（６３）３３７３

場所・問合せ先　エイブル１階　保健センター　緯（６３）３３７３
子育てメルマガ配信中！kosodate@city.saga-kashima.lg.jpへ空メール送信で登録

　診療時間　９時～１７時

　診療場所　鹿島市休日こどもクリニック（高津原）　緯０９５４（６３）１８３８

怯休日昼間の小児救急医療（日曜日・祝日および１月１日～３日）

怯予防接種 ・予防接種は県内の医療機関での個別接種です。医療機関に直接お申し込みください。
・持参品：母子健康手帳、予防接種予診票
・対象年齢等：『鹿島市予防接種予診票つづり（予防接種カレンダー）』または市ホームページをご覧ください。
・予防接種を受ける際には、保護者同伴が原則です。特段の理由で同伴することができない場合で、お
　子さんの健康状態をよく知っている親族（祖父母など）が同伴する場合には『委任状』が必要になります。
　『委任状』は保健センターや市内の実施医療機関にありますので、記入して持っていきましょう。

怯子育て支援
興母子手帳交付
と　き　６・１３・２０・２７日（水）
　　　　受付１０時～１０時３０分
内　容　手帳交付・説明会
対　象　市内在住の妊婦
※都合の悪い人はお電話ください

興赤ちゃん相談
と　き　２０日（水）
　　　　受付１３時３０分～１４時３０分
内　容　身体計測・健康相談
対　象　赤ちゃんと保護者

興離乳食教室（前期）
と　き　１２日（火）
　　　　受付１０時～１０時３０分
内　容　離乳食指導・試食等
対　象　５・６カ月児の保護者

興２カ月児相談
と　き　２１日（木）
　　　　受付１３時３０分～１３時５０分
内　容　体重測定・個別相談
対　象　平成２８年２月生まれ

興離乳食教室(後期)
と　き　２６日（火）
　　　　受付１０時～１０時３０分
内　容　離乳食指導等
対　象　8～10カ月児の保護者

興２回目フッ化物塗布
と　き　２８日（木）
　　　　１３時4５分～１4時
内　容　歯科診察・フッ化物塗布
対　象　平成２６年４月生まれ（希望者のみ)
※必ず歯磨きをして来てください

対象年齢　１５歳以下

診療時間　１９時～２１時

診療場所

①月・木・金・土・日および１月１日～３日

　南部地区小児時間外診療センター

　（武雄地区休日急患センター）

　武雄市武雄町大字昭和３００

　緯０９５４（２２）５５９９

②水曜日　※１月１日～３日を除く

　鹿島時間外こどもクリニック

　（高津原・鹿島市休日こどもクリニック内）

　緯０９５４（６３）１８３８

怯夜間の小児救急医療

③火曜日の小児救急在宅医

※変更になる場合がありますので、受診の際は事前に杵藤地区消防本部救

　急医療情報案内または在宅医へ電話で確認してください。

　杵藤地区消防本部救急医療情報案内緯０９５４（２２）４２０７

所在地在宅当番医日
嬉野市　塩田町谷口医院　　　　　緯０９５４（６６）３５６８５日（火）
嬉野市　嬉野町樋口医院　　　　　緯０９５４（４３）１６５２１２日（火）
嬉野市　嬉野町福田医院　　　　　緯０９５４（４３）０５５０１９日（火）
嬉野市　嬉野町うれしのふくだクリニック　緯０９５４（４２）１２１１２６日（火）

建おくすりノートを持っていきましょう

対　象　者　１１歳～１３歳未満

接種回数　１回

　ジフテリアと破傷風の二種混合ワクチンの予防接種です。

　春休みを利用し、体調の良いときに受けましょう。

【今月の特集】

二種混合

予防接種
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２・９・１６・２３・３０日（土）、
３・１０・１７・２４日（日）、
２９日（祝）

市役所
保健センター

休館日はありません
市民交流プラザ
（かたらい）

５・１２・１９・２６日（火）、
２９日（祝）

子育て支援センター
（わ・わ・わ　ぽっと）

４・１１・１８・２５日（月）、２８日（木）市民図書館

４・１１・１８・２５日（月）
生涯学習センター
（エイブル）

５・１２・１９・２６日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

１日（金）、４・１１・１８・２５日（月）、
３０日（土）

産業活性化施設
（海道しるべ）

在宅当番医・当番薬局
受付時間　９時～１７時
※受診の際は事前に在宅当番医へ電話で確認してください。

建おくすりノートを持っていきましょう
夜　　間：杵藤地区消防本部救急医療情報案内
　　　　　緯０９５４（２２）４２０７
※休日・夜間の小児救急医療は２６ページをご覧ください。

当番薬局在宅当番医日
溝上薬局スカイロード店織田病院　緯（６３）３２７５３日（日）
溝上薬局北鹿島店志田病院　緯（６３）１２３６１０日（日）
アルナ薬局浜町店薬師寺医院　緯（６３）５２８１１７日（日）
おおぞら薬局中村医院　緯（６３）９２３４２４日（日）
溝上薬局西牟田店別府整形外科　緯（６３）３０６３２９日（祝）

郭広報かしまはパソコン、スマホからも

　見ることができます

URL　http://www.city.saga-kashima.lg.jp

平成２８年２月２９日現在

対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿島市

世帯９－人３３－世帯１０,７５９人３０,４７３

世帯４－人１４－世帯　５,３５２人１４,１２０鹿　島

世帯０人０世帯　１,１４９人  ３,６２８能古見

世帯０人２－世帯　１,０４９人  ３,２０８古　枝

世帯３－人９－世帯　１,０５０人  ３,０１９浜

世帯１－人３－世帯　１,２１４人  ３,５５６北鹿島

世帯１－人５－世帯　　　９４５人  ２,９４２七　浦

人１５－人１４,３６４男

人１８－人１６,１０９女

大隈設備　　　　　　緯（６２）１３０２
マツモト　　　　　　緯（６３）１８４１
中尾建設　　　　　　緯（６２）９２５７
兼茂　　　　　　　　緯（６３）１６１６
池田設備左官工務店　緯（６２）１７３２
宮園電工　　　　　　緯（６３）３１５１
峰松建設　　　　　　緯（６２）２０６８
岡田電機　　　　　　緯（６３）１１６４
鹿島工設　　　　　　緯（６３）１３２３
佐賀庭苑　　　　　　緯（６２）８８１６

　２日（土）
　３日（日）
　９日（土）
１０日（日）
１６日（土）
１７日（日）
２３日（土）
２４日（日）
２９日（祝）
３０日（土）

子育て支援センタ子育て支援センターー
と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい４階

開館時間　１０時～１７時

閉　館　日　火曜日、祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日）

 　緯０９５４（６３）０８７４

　　　　　https://www.facebook.com/wawawapot

詳しくは

樺こんなことはじめました！樺

　ダイナミックな遊びや友だちの輪を広げられる
ような企画を考えていきます。皆さんお楽しみに。
※サークルはひろばの集いに移行しました

怯子育てなんでも相談

　どんなことでも気軽に相談ください。
対　象　子育て中の人

怯子育てひろば　わ・わ・わ　ぽっと

　親子で自由に遊べる常設のひろばです。
対　象　就学前児と保護者
※兄弟児が小学生の場合は利用できます

怯マタニティサロン・ウテロ

　マタニティカフェで楽しいトーク♪

と　き　１６日（土）１４時～１５時
ところ　市民交流プラザ
　　　　かたらい3階和室
対　象　妊娠中の人（託児有り）
栢いずれも予約・利用料不要

怯ひろばの集い

１１日（月）『大きな紙におえかきday四』

２８日（木）『ママのすっきりday♪』
　時　間　１１時～１１時４５分（予定）
　対　象　５ヵ月～就学前児と保護者

栢いずれも予約・利用料不要
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TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話まちの話題題

園児のそば打ち体園児のそば打ち体験験

２月２４日、海童保育園でそば打ち体験が行　２月２４日、海童保育園でそば打ち体験が行わわ

れました。これは農村環境保全に取り組む多良れました。これは農村環境保全に取り組む多良岳岳

オレンジ海道を活かす会（鹿島市・太良町・JAオレンジ海道を活かす会（鹿島市・太良町・JAささ

がみどり地区）が企画したものですがみどり地区）が企画したものです。。

昨年から子どもたちが地元江福区の農家と一　昨年から子どもたちが地元江福区の農家と一緒緒

にそばを育て、今回は『塩田津ソバの会』の皆にそばを育て、今回は『塩田津ソバの会』の皆ささ

んを講師に招き、保護者と一緒にそばを打ちまんを講師に招き、保護者と一緒にそばを打ちましし

たた。。

できたてのそばの味は格別で子どもたちは大　できたてのそばの味は格別で子どもたちは大満満

足。一連の体験を通して農村の役割や収穫の喜び足。一連の体験を通して農村の役割や収穫の喜び、、

食べる楽しさを学ぶことができました食べる楽しさを学ぶことができました。。

２月２日に佐賀県有明海漁業協同組合鹿島市支所中村直明　２月２日に佐賀県有明海漁業協同組合 鹿島市支所 中村直明運運

営委員長様から今季有明海で収穫された『口でとろけておいし営委員長様から今季有明海で収穫された『口でとろけておいしいい

鹿島産海苔』約３,０００袋が市内全小中学校に贈呈されました鹿島産海苔』約３,０００袋が市内全小中学校に贈呈されました。。

古枝小学校で行われた贈呈式では、代表で同支所鹿島第三海　古枝小学校で行われた贈呈式では、代表で同支所鹿島第三海苔苔

部会様から児童へ贈られ、児童代表から感謝のことばをいただ部会様から児童へ贈られ、児童代表から感謝のことばをいただきき

ましたました。。

ありがとうございました　ありがとうございました。。

鹿島産海苔の市内小中学校への贈鹿島産海苔の市内小中学校への贈呈呈

２月１１、１４、２１日に花取、万才、笹原　２月１１、１４、２１日に花取、万才、笹原、、

七曲ため池で草刈り作業が関係集落の皆さ七曲ため池で草刈り作業が関係集落の皆さんん

のご協力により行われました。これらのたのご協力により行われました。これらのためめ

池は、昭和５７年３月に国営多良岳パイロ池は、昭和５７年３月に国営多良岳パイロッッ

ト事業によって造成された施設ですト事業によって造成された施設です。。

毎年２月に行われる草刈り作業により、　毎年２月に行われる草刈り作業により、適適

切な維持管理がなされています。これによ切な維持管理がなされています。これによりり

水質が保全され、大雨時の洪水調節機能や水質が保全され、大雨時の洪水調節機能や山山

林火災時の初期消火にも活かされています林火災時の初期消火にも活かされています。。

ありがとうございました　ありがとうございました。。

ため池の草刈り作業実ため池の草刈り作業実施施
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